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はじめに
デジタル技術が企業活動にもたらすインパクトは限りなく大きい。特に人工知能、AIについては、ディー

プラーニング（深層学習）領域での技術的なブレークスルーをきっかけに、すべての業界にディスラプティブ
（破壊的）な影響をもたらす可能性が高まっている。結果、AI技術のビジネスへの適用については、将来に
対する期待とともに、さまざまな懸念についても耳にする機会が多くなった。

ボストン コンサルティング グループ（BCG）ジャパンには、AI領域を中心としたコンサルティングに従事
しつつ、学術界などにおいてAIの研究開発に携わり、両輪で活躍してきたメンバーがいる。この論考集は、
そうしたメンバーの最新の考察に加え、BCGグローバルの専門家がここ数年内に発表したAIに関する出版
物のなかから選んだ論考をとりまとめたものである。AI技術が中長期に与える潜在的なインパクトを意識し
つつ、今日この時点で、日本の企業経営者が何を知り、考え、取り組んでいくべきかについて、具体的なヒン
トを提供するという視点で編集を試みている。

冒頭の論考「AIイノベーションを『オールドエコノミー』再躍進の原動力に」では、AIがこれまでのICT技
術とどう異なり、AIによるイノベーションが産業全体に対してどのような影響を与えうるか、そのなかで日本
企業はどのようなことに着目してこのイノベーションに取り組むべきか考察している。次に収録した、MITの
首席リサーチ・サイエンティスト アンドリュー・マカフィーの未来観に関するインタビューとあわせてお読み
頂くことで、AIの持つポテンシャルと限界に対しての見識を深めていただければ幸いである。

「日本の強みを活かす─経営層が踏まえるべきAI活用の5つのポイント」は、企業経営者、特に日本企業
の経営者がAIをビジネスに適用する際に考慮すべきポイントについて、コンサルティングの現場での経験を
ベースにとりまとめた。「AIを活用して戦略的優位性を構築する」は、人間とAI技術（と関連する最新テクノ
ロジー全般）が補完しあい、戦略的優位性を構築するためにはどうすればよいのか、戦略構築と実行のプ
ロセスのそれぞれにテクノロジーを組み込む際の視点を提供する。これらに加え、AIの実務への適用領域
や要素技術等、AI技術の概要を理解する上で役立つと思われる小論を4編、コラムとして掲載した。

AI技術は、決してベンチャー企業やシリコンバレーのテクノロジー企業群でなければ活用できない技術
ではない。むしろ、AI技術の恩恵をより大きく受けるのは、オールドエコノミーと言われる業界である。これ
を賢く使うことで、ビジネスの大きな組み換え（トランスフォメーション）を実現することが可能だ。本論考
集が、AI技術の限界を理解しつつ、ポテンシャルを引き出すかたちで、企業経営の現場に革新をもたらす一
助になればと願っている。
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AI（人工知能）技術への注目は高まるばかりで
ある。特に2017年後半からは、テクノロジー業界や
マスメディアにとどまらず、経営の現場でも事業へ
の活用が真剣に議論されるようになった。だが、議
論の内容からは、非現実的な成果を求める「AIの
青い鳥症候群」に陥っている企業が多いと感じられ
る。もしくは、一見うまく活用しているように見える
が、実は形式的に取り入れているだけで、中身は既
存のITシステムと変わらない「AIの皮をかぶった○
○システム」となっている例も見受けられる。

こうした議論の背後には、AIは万能で、あらゆる
問題を解決できるというような、その技術的能力
への過大評価がある。だが、実際はAIの技術的ブ
レークスルーが起こっているのはごく限定的な領域
においてであり、現時点でAIは組織の課題を総合
的に解決するような能力は持ち合わせていない。

一方で、AIはこれまでのICT技術とは根本的に
異なり、限られた領域であっても、そのブレークス
ルーがもたらす変革は、新たな産業革命ともいうべ
きものであるのも事実だ。産業への長期的なインパ
クトは現在議論されているよりもはるかに広範に及
ぶ可能性がある。しかも、IT産業よりも既存の産業、
新規事業よりも既存事業と深く結びつき、「オール
ドエコノミーの再躍進」の契機ともなりうる。さら

に、インターネット・イノベーションでは遅れを取っ
た日本の産業・市場はAIイノベーションの実現にお
いて、実は世界的に見て好条件に恵まれていると考
えられる。

まず、前提としてAIはこれまでのICT技術とどう
違うのか、どこの領域でイノベーションが起きてい
るのか、ということから考えてみよう。

AIの特徴は「直感的処理」の機械化

AIはこれまでのICT技術とは別種の技術である。
端的に言うと、これまでのICT技術は人間が情報処
理ロジックをルール（プログラム）として記述すると、
人間を大きく上回る記憶力と計算スピードをもって
演繹的に情報を処理できるというものだった。他方、
AI技術は、「処理前の情報」と「それが正しく処理
された場合の結果」をセットにした大量のデータが
あれば、そこから帰納的に適切な処理ロジックを見
出すことができるというものである。つまり、従来
のICT技術では不可欠だった人間による「ルール記
述」にあたる部分を、データから「機械」が「学習」
することで代替するのがAI技術であり、この「機械
学習」と呼ばれる技術が現在のAIの正体である。ち
なみに従来のICT技術は「ルールベース」と呼ばれ
AIと区別される。

ARTICLE

AIイノベーションを
「オールドエコノミー」再躍進の原動力に

椎橋 徹夫
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AI（機械学習）によりルールの記述を機械化す
ることで、新たに実現されるのは結局のところ何か。
それは、「直感的処理」の機械化である。

人間が行うさまざまな情報処理のなかには、筋
道立った思考を基に意識的に行われる「論理的処
理」と、無意識的に行われる「直感的処理」がある。
会計処理や生産管理など、大部分がマニュアル化
可能な業務プロセスでは論理的処理が大半を占め、
職人技や担当者のセンスを問われる業務領域では
直感的処理の比重が大きくなる。

論理的処理は言語やプログラムを通してルールと
して記述ができるため、従来のICT技術による機械
化が可能だ。事実、会計処理や生産管理は現時点
ですでに大部分がシステム化されている。一方、直
感的処理については、それを高いレベルで実行でき
る当人たちも処理ロジックを明確に説明することが
難しく、まだほとんど機械化が進んでいない。だが、
今後は適切なデータを揃えることさえできれば、AI
技術を活用して直感的処理を広範に機械化するこ
とが可能になる。

足元のイノベーションは「認識」と
「予測」のみ

さて、この「直感的処理の機械化」によってもた
らされるイノベーションとは具体的にはどんなもの
か。足元で進展しているのは、2つの領域、つまり
「認識技術」と「予測技術」に関わるイノベーション
である。

「認識」とは、動画像、音声、センサーデータ等の
意味を読み取る処理に当たる。直感的処理をとも
なう例として職人技やセンスを問われる業務など
をあげたが、実はその根底にあるのは人間なら誰
もが行っている直感的処理の最たる例、「認識」で
ある。たとえば人間にとっては簡単に思える有害画
像の分類などが、「見ればわかるが、ルールは書け
ない」認識をともなう作業の典型例と言える。長年、
こうした作業を機械で実現するのは難しかったの
だが、2012年頃から機械学習の一手法であるCNN

（畳込みニューラルネットワーク）と呼ばれる深層
学習手法により、機械による認識の精度が飛躍的
に向上した（これがAIブームの火付け役ともなっ
た）。認識の機械化により、今後は手書き文字や紙
の文書を読み取りシステム入力する作業や、画像
／音／映像による判断作業（診断、検品、監視等）
など、幅広い業務や産業で自動化が進んでいくだ
ろう。

「認識」と並んで企業活動のなかで広く行われて
いる直感的処理が「予測」である。個人の勘と経
験に基づいて「先を読む」という作業は、表には出
てこないが、さまざまな場面で行われている。一方
で、組織的・科学的にやろうとすると高度な専門知
識と、情報を収集・蓄積し、明確なロジックを組むな
どの手間が必要になる。そのため、金融分野などの
限定的な領域でしか目に見える形での産業活用が
進んでいなかった。だが、AI技術はデータさえ用意
できれば、個人の勘と経験に頼っていた細かい先読
みや、多くの専門家の人手をかけて行われていた高
コストな予測の機械化を可能にする。これは、細粒
度・高精度な予測能力がコモディティ化する、ともと
らえられる。結果として、あらゆる場面において非常
に細かい単位で予測技術が使われるようになり、産
業効率の向上が実現されていくだろう。たとえば数
百の店舗における数万に及ぶ商品の一つひとつに
対して日次で需要を予測し発注精度を上げる、数
百万人の顧客一人ひとりの行動を予測し適切なマー
ケティングアクションを打つ、数万点ある産業機器
一つひとつの故障を予知する、といった具合である。

今後は、「認識」と「予測」が従来のICT技術と組
み合わさることで、意思決定の最適化が進むことも
考えられる。たとえば、需要予測に基づいて物流計
画を最適化したり、顧客の購買予測に基づいて販
促施策への資源配分を最適化する、などである。さ
らにその先には「駆動制御」におけるイノベーショ
ンが実現する可能性が高い。ロボットが「認識」・
「予測」できるようになると運動能力（駆動制御能
力）が上がる。この能力が向上すれば、人間が担っ
ている肉体労働系の業務が広範に機械化される
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ことになる。また自動車や家電などがロボット化し、
生活における移動や作業の支援・代替が大きく進
むだろう。

ただし、ハードウェアがからむ「駆動制御」の領
域は、経済性や社会性の観点から産業化には少し
時間がかかる可能性が高い。企業経営の視点では、
まずは足元で既に進展しているAIイノベーション
の本質を「認識系タスクの広範な自動化」と「細粒
度・高精度な予測能力のコモディティ化」がもたら
す変革ととらえ、待ったなしの取り組みをしていくこ
とが重要となる。

ついに埋まるリアルとデジタルの溝。
新たな産業革命の入り口となる可能性

今のところ、AIを事業に活用できる領域は限定
的である。にもかかわらず、AIのイノベーションはマ
クロな視点で見ると、新たな産業革命の入り口とな
る可能性が高いと考えられる。

人類の歴史がこれまで経験してきた3度の産業
革命を通じて、リアル（物理世界）、デジタル（情報
世界）の各レイヤーで機械化が進展してきた。第1
次、第2次産業革命を経て、産業機械や物流機器は
人間を上回る精巧さと速度でモノの加工や移動・

流通を行うようになり、第3次産業革命により、コン
ピュータと通信ネットワークにより人間をはるかに
上回る正確さと速度で情報が処理されたり、流通
したりするようになった。それぞれのレイヤーで機
械ができることを考えれば、既にほとんどのことを
機械化できていてもおかしくない。だが、2018年現
在でも、多くのことがまだ人力で行われているのが
現実だ。なぜか。それは、リアルとデジタルの間に
機械では埋められない溝があり、その溝を埋めるた
めにはどうしても人間の介在が必要だったからであ
る。その溝は、「シグナルの谷」ととらえることがで
きる（図表）。

情報技術の恩恵を受けるには、リアルな世界の
状況を情報世界でやりとりできるデジタルデータ
のかたちに「情報化」（入力）する必要がある。逆
に、情報に基づいてリアルな世界に働きかけるには
物理的な「アクション」を起こす必要がある。「情報
化」を媒介するのは、さまざまなセンサーを通じて
集められた光学パターンや音声などのシグナル（信
号）データである。「アクション」を起こすために、
モーターやエンジンなどのアクチュエータに対して
送られるのもシグナル（信号）データである。

これに対し、従来の情報技術は、「シンボル（記
号）データ処理」の技術と言ってもよい。シンボル

リアル
（物理世界）

デジタル
（情報世界）“シグナルの谷”

第2次
産業革命 電気革命 モノの

処理/加工

第1次
産業革命 動力革命 モノの

流通

第3次
産業革命

情報の
処理/加工

AI革命

第4次
産業革命?

ICT革命

インターネット
革命

情報の
流通

情報化
（=認識/予測）

アクション
（=生成/制御）

図表 | どうしても埋められなかったリアルとデジタルの溝

出所： BCG分析



The Boston Consulting Group | 7

（記号）とは、人間が獲得したさまざまな概念に対
して付けられた名前にあたり、それ自体が意味を持
つ。そのため、シンボル（記号）間の関係性を明示
的に定義することができ、それをルールとして記述
することで情報処理が実現される。

シグナル（信号）データは、人間が概念化して名
前を付ける前の生データにあたるため、それ自体は
意味を持たない。それゆえロジカルな処理が難しく、
これまでの「情報」技術ではうまく扱うことができ
なかった。直感的処理である認識、予測、さらにそ
の先にある生成や制御は、まさにシグナル（信号）
データ処理にあたる。たとえば、「犬」というテキス
トはシンボル（記号）だが、犬の画像や鳴き声はシ
グナル（信号）にあたる。AIによる革命は、機械が
犬の画像や鳴き声といったシグナルから「犬」であ
る、と認識したり、次の動きを予測したりすることで、
シグナルの谷を埋め、機械化の最後のピースをはめ
るものである。

現在、あらゆる産業は「シグナルの谷」があるこ
とを前提としている。たとえば、ITシステムのアー
キテクチャやオペレーションは人間がシグナルの谷
を埋めるシステム入力作業を行うことを前提に設計
されている。ほとんどのデジタルサービスは、ユー
ザー側が能動的に情報を入力する設計となっており、
産業機械やロボットは、一挙手一投足、人間があ
らかじめ定めたルールに従って決まった動作を繰り
返すものとしてプロセスに組み込まれている。この
前提がすべて取り払われたら何が起こるか。ITシス
テムは入力作業を必要としなくなる。サービスにお
いても、システム側がユーザーを観察してユーザー
自身も知覚できないような背景や文脈を見出し、シ
ステムのほうからユーザーに働きかけるようになる。
機械やロボットは環境に合わせて自ら新しい動き
を覚え、時に完全には予想できない挙動をとるよう
になる。これらのことが新たな前提となった時、各
産業はどのような姿になるのか。各産業におけるバ
リューチェーンや、さらには産業構造にまでも大き
な組み換えが起こる可能性がある。

IT産業よりもリアル産業、
新規事業よりも既存事業

それでは、この新しい産業革命の主役となるのは
誰なのか、私たちが目のあたりにしてきたインター
ネット革命との対比で考えてみたい。

インターネットによる革命は、IT系の新興企業
群、「ニューエコノミー」を生んだ一方で、「オール
ドエコノミー」と呼ばれる既存のビジネスモデルの
相対的な競争優位性を薄れさせたと考えられてい
る。その理由のひとつは、インターネットが主に消
費者にとってのインフラであり、消費者と企業を直
接につなげる役割を果たしたことだ。インターネッ
トは、消費者に支持されれば物理的な産業アセッ
トなしに事業を拡大できる土台をスタートアップ企
業に提供した。結果、グーグル、アマゾン、フェイス
ブックなどのインターネットの覇者がほとんど単独
で立ち上がり、メディア、広告、小売などの分野で
「オールドエコノミー」をディスラプト（破壊）する
という構造が生まれた。

だが、AIイノベーションのパラダイムは、インター
ネット革命のそれとは明確に異なる。まず、AIは
データ処理技術である。消費者より、大量のデータ
を捕捉／管理する企業への恩恵が大きい。企業に
おいては現状、消費者、価格、サプライヤー、原材料、
自社のオペレーションに関わるデータなどの社内
データに加え、各種調査資料、政府統計、業界デー
タなど社外データを含めた大量のデータを生成・
収集・蓄積しているが、すべてを有効活用できてい
るわけではない。AIを通じて社内に眠る金脈を掘
り起こすことで、市場における成功を加速させ、新
たな事業機会を探り当てられる可能性がある。

さらに、リアルとデジタルをつなぐ「シグナルデー
タ処理」の革命であることから、物理的な産業ア
セットとITの接点においてもっとも大きなインパク
トが生まれる。たとえば製造業や農業において、生
産方式や物流の劇的な進化が実現したり、小売業
におけるリアル店舗の変革が現実化されたりして
いくだろう。グローバルに展開するあるタイヤメー
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カーは、タイヤの摩耗予想をもとに、個々の店舗ご
と、モデルごとにタイヤの需要を予測するAIプラッ
トフォームを開発し、売上拡大とディーラーの在庫
レベルの圧縮に貢献している。

逆にインターネット系の産業は、現時点では既に
情報化された世界に閉じたビジネスであるため、AI
により生まれる新たな機会は限定的であるといえる。
すなわち、AIによるイノベーションの主役となるの
はIT産業よりもリアル産業なのである。さらに、同
じ理由から、インターネットなどのデジタルインフラ
を活用した新規事業創造よりも、すでに蓄積された
データと産業アセットを保有する既存事業の変革
の方が、イノベーションの主役にふさわしい。

つまり、AIイノベーションはリアル産業が、新
しい技術を取り入れ既存事業の核となるバリュー
チェーンを変革し、再び高い成長力を取り戻すこと
を可能にし、「オールドエコノミーの再躍進」の契機
となるととらえられる。

日本の産業、マーケットに見る好条件

ここまで見てきたAIイノベーションの実現におい
て、日本の産業、及び日本のマーケットは、実は好
条件に恵まれている。

第一に、日本の産業における「リアル産業」の潜
在力があげられる。日本は欧米先進国に比べ、製
造業や農業における生産量あたりの労働者の数が
多い。これは、自動車や産業用ロボット等の非常に
複雑なものづくりや、狭い耕地を活用したきめの
細かい農業など、人手をかけて高付加価値な生産
を行うタイプの産業が多いためである。こういった
人間による高付加価値な業務はAIによる機械化
の余地が非常に大きい。また、複雑度の高い自動
車やロボットなどのものづくりを通して培われてき
たすり合わせの文化も、新しい技術と既存のオペ
レーションをすり合わせながら全体整合を取り変
革を進める必要がある、既存事業でのAI活用とは
相性がよい。

  

第二に、労働力不足があげられる。少子高齢化
が急速に進む日本は、世界に先駆けて労働人口の
減少と高齢者介護等の人的サービス需要拡大を経
験することになる。加えて、移民受け入れのハードル
が高く、言語の壁などから海外の労働力を活用する
こともままならないため、労働力の不足が予想され
る。そのため、失業率の高い欧米に比べ、AI技術を
活用した労働の機械化に対するハードルが低いと
考えられる。

そして第三に、潜在的なAI人材が豊富なことで
ある。日本はAI人材輩出において欧米や中国に大
きく後れをとっていると言われる。事実、論文数な
どを見ると、残念ながら日本の存在感は非常に薄
い。しかし実はハイスペックな技術系人材の数と質
で言えば、依然先進国の中でも上位にいる。工学系
の修士を取得する学生は年間約3.5万人と、米中に
次ぐ。また、情報系技術の基礎となる科学・数学力
では、15歳の学力を国際比較するOECD学習到達
度調査で科学的リテラシーが世界2位、数学的リテ
ラシーが世界5位と上位につけ、いずれも米中を上
回る。加えて、一方では欧米や、今や中国と比較して
も、潜在AI人材の報酬水準が非常に低い。欧米中
のAI人材が、新卒で3,000万円を越える年俸でのオ
ファーを受けるのが一般的であるのに対し、日本で
は潜在AI人材も未だエンジニア・プログラマーとし
てひと括りで扱われることも多く、その平均年収は
一般企業の従業員と大きくは違わない水準である。

日本には、こうした要素を活用することで、世界
的に進んだ「AI技術の事業実装」のモデルや組織
能力を構築できる土壌がある。そしてそのモデル／
組織能力は、世界のマーケットに転用可能なはずだ。
うまく対応できれば世界でプレゼンスを大きく上げ
られるチャンスでもある。

＊　　＊　　＊

AI技術の事業実装の始めの一歩として、パッ
ケージソリューションを外から買って来て使うことか
らスタートしてもよいだろう。だが、今後展開するAI 
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による産業全体の変革を念頭に置けば、最終的に
は、中核事業で生み出されるデータを駆使し、日本
企業固有の優位性などを切り口に適切な活用方法
を自ら模索し、「中核事業を再発明する」ことをめ
ざさなければならない。「青い鳥症候群」でも「AI
の皮をかぶった○○システム」でもなく、地に足を
つけ、確実にAI革命を実現するには、まさにそう
した取り組みが不可欠となる。当然、ビジネスモデ
ル、組織体制、オペレーティングモデルなど、企業
活動の根幹的な部分まで踏み込んだ変革（トランス
フォーメーション）をともなうだろう。AIはまさに経
営者のテーマであるといえる。

椎橋 徹夫
DigitalBCG Japan ディレクター。
東京大学大学院工学系研究科 松尾
研究室でグローバル消費インテリジェ
ンス寄付講座ディレクターを務め、企
業との連携促進を担当。
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エリック・ブリニョルフソンとの共著『ザ・セカン
ド・マシン・エイジ』でAIと人間の共存について論
じ、大きな反響を呼んだアンドリュー・マカフィー
のインタビューのダイジェストをご紹介したい。マカ
フィーによれば、AI時代に入っても人間にしかでき
ないことはあり、またテクノロジーによる豊かさを享
受できるかどうかは人間のマインドセット次第だと
いう（聞き手はBCG テクノロジーアドバンテッジ・
プラクティス 北アメリカ地区リーダーのマッシモ・
ルッソ）。

─ 不完全なデータをインプットされたAIが、不
完全なアウトプットを生み出すことを防ぐためには
どうしたらいいと思いますか。

コンピュータに関して言えば、私たちは「garbage-in, 
garbage-out（役に立たないデータを入力すれば、
役に立たない答えが出てくる）」という問題に取り組
んできました。この問題は、AI時代でも無関係では
ありません。むしろ、AI時代には、データの質がこ
れまで以上に大きな意味を持つようになります。と
いうのも、現在成果を上げているAIへのアプロー
チは、特別に優秀なプログラマーが知識を体系化し、
システムに入力するというのではなく、機械自身が
自ら学習できるシステムを構築する、というものだ
からです。そして、できる限りたくさんのサンプルに
触れるというのが、現在のAIの学習方法です。質の

低い、偏ったデータばかりをインプットすれば、シス
テムの精度もおのずと低いものになるでしょう。

─ いずれ世界中のAIは、数十の企業が独占す
るようになるのでしょうか？

誰もがアクセス可能なクラウドベース、API（アプ
リケーションプログラミングインターフェース、他の
ソフトウェアと連携する機能）ベースのAIエンジン
を、特定の企業が他の企業に提供するようにはなる
だろうと思いますが、これは一握りの企業がAIのア
プリケーションを独占するということではありませ
ん。グーグルやフェイスブックを始めとする一部の
企業にAIの人材が集中しているからといって、彼ら
がアメリカの経済の40％をコントロールするように
なるとは思えません。

─ 著書『プラットフォームの経済学　機械は人
と企業の未来をどう変える？』では、アルゴリズム
による医療診断の例に触れる一方で、医師や看護
師には、患者にとって快くない情報を伝えるソー
シャル・スキルがあることについても言及していま
すね。今後は、ロボットやコンピュータがソーシャル
スキルを身につけるようになると思いますか？

じきにテクノロジーが世界一の診断専門医となる
ことは間違いないでしょう。現時点では、あらゆる

Q&A

過去にとらわれず新たなビジョンに
突き進める者が勝者に
MIT 首席リサーチ・サイエンティスト、アンドリュー・マカフィーに聞く
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領域の医療診断において人間が中心であり、人間に
よる診断は欠かせません。でも、将来的にはそうで
はなくなるだろうと思います。

とはいえ、ヘルスケアや医療の分野ではこの先も
しばらくは人間が中心的な役割を担うでしょう。絶
対ないとは言い切れませんが、テクノロジーが、コー
チやセラピスト、優秀なマネジャー、そして家族や
友人、恋人と同じように、思いやりや共感にあふれ
た社会的絆を築けるようになるとは思えないのです。
私たち人間は進化によって、社会的絆を求め、それ
に応えるようになったのですから。テクノロジーにそ
れができるようになるとしても、ずっと先のことにな
るでしょう。

─ 約1世紀前の電化の時代から学べることで、
現在の状況に応用できることはありますか。

ビジネスの歴史をひもとくと、テクノロジーの大
転換期の始まりに頂点にあった企業は大抵、転換
期の終わりにはかつての地位にはいなくなっている
ことがわかります。

電気が導入されたころの話を例にとってみましょ
う。当時の工場は、巨大な蒸気タービンですべての
機械を動かしていましたが、電気を取り入れる方法
として、2つの方法があったと思います。

ひとつは賢くない方法で、蒸気エンジンを1つの
巨大な電動のモーターに取り替えて、効率化とコス
トの削減をはかるというもの。一方、賢い方法は、そ
もそもの工場の定義について考え直し、もっと抜本
的な代替案を考え出すというものでした。たとえば

工場の機械一つひとつにモーターを搭載する、とか。
当時はそんな話は馬鹿げていると思われていたわ
けですが。

でも、勝者となったのは後者の方法をとり、過去
の蒸気の時代にとらわれないで、新たなビジョンに
向かって突き進んだ人間たちだったのです。
新たなテクノロジーの可能性に気づくために重要
なのは、経営者のマインドセットです。新しい、大き
なテクノロジーの出現に際し、ビジネスモデルを描
き直す能力や意志があるかどうかが大事なのです。

─ あなたはITやAIをめぐる未来に関しては楽
観主義者ですね。でも、もし悲観主義者たちの意
見が正しかったら？　彼らが言うように、多くの仕
事が破壊され、大量解雇・失業の時代へと私たち
は向かっていて、新しいテクノロジーが増殖する一
方で、雇用改善に向けての政府の資金も対策も追
いつけないとしたら、どうしますか？

今おっしゃったのは、かつてないほど豊かな産業
や経済のあり方だともいえます。工業化の時代以来
のいわゆる「人間の仕事」を必要としないのですか
ら。ただ、確かに課題はあります。でももし、自動化
された経済によってもたらされるとてつもない豊か
さを享受できないのなら、あまりにも情けないこと
です。課題は単純ではありません。でも、解決でき
ないのだとしたら、それは私たち人間の責任にほか
ならないのです。

原題：Confessions of an AI Optimist: An Interview with MIT’s 
Andrew McAfee（初出：2017年11月）

アンドリュー・マカフィー

MIT（マサチューセッツ工科大学）の首席リサーチ・サイエンティスト。MITスローンスクールの 
研究チーム: MIT Initiative on the Digital Economyの共同設立者。著書に2014年の全米ベス
トセラー『ザ・セカンド・マシン・エイジ』、『プラットフォームの経済学　機械は人と企業の未来
をどう変える？』（ともにエリック・ブリニョルフソンとの共著、日経BP社）などがある。
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この動きの速い領域で正しい意思決定をする
ため、すべてのマネジャーは基本的な知識を身に
つけなければならない。ここにあげた10のカギと
なるファクトをおさえれば優位に立てる。

1. AIは帰納的　AIのシステムはデータと自身の
過去の判断に対するフィードバックを通じて学習
する。よって、AIの予測とアクションの優劣は訓
練データに依存し、システムが与えたデータ以上
に賢くなることはない。このため、AIシステムは
これまでの演繹的プログラミングとは全く異な
る特徴を持つ。旧来のプログラミングはデータを
処理するだけで、データから学ぶことはない。

2. AIのアルゴリズムはシンプル　核となる学習
アルゴリズムはコードにして数行から数百行の範
囲におさまる。AI研究が近年、これほどまでに
急速に進歩を遂げた理由の一つは、基礎的なAI
について学ぶのが容易なことである。AIを直感
的に理解するためにはコンピュータサイエンティ
ストになる必要はない。AIの複雑さは現実世界
の問題に適用しようとするときはじめて立ちはだ
かるものだ。

3. AIは超人的なスピードとスケールで働く　電
気信号の伝達スピードは、脳内の神経細胞での
信号の伝達スピードの約100万倍であるため、AI
は多くのデータを吸収し、すばやく学び、行動で
きる。インターネット上で取引を行う電子市場な
ど100万分の1秒の差が大きく物事を左右する場
ではAIは参加者や規制当局にとって唯一の現実
的なオプションとなるだろう。

4. AIは言語と視覚を手に入れた　マシンが人
間と交流し、人間の知識にアクセスし、現実世界
で物理的な支援を行う能力を身につけたことは、
近年のAI研究のブレークスルーの一つだ。これ
らのスキルは不完全だが、すでに多くの場面で役
に立っており、この分野のAIの能力も急速に向上
し続けている。

5. AIは旧来の複雑性のバリアを乗り越える　
AIは線形的な問題（本質的に一定の前提の延長
上で推論できる課題）だけでなく、非線形的な
問題（前提条件や環境が変わる、その他すべて
の課題）にも対応できる。この2つの能力は、物
流、生産、エネルギー効率などの分野でAIを
使って最適化できる範囲を広げている。

6. 潜水艦は泳がない　AIは人間と同様、試行
錯誤などを通じて経験則から学ぶが、マシンと人
間では問題を解決するやり方が異なる。ビジネス
におけるAI活用の目標は問題解決であり、人間
の仕事のやり方を真似たロボットをつくることで
はない。馬が走るメカニズムにならって車を設計
することがないのと同じように、自動運転は人間
の運転手の行動を模倣する必要はないのだ。

7. AIには理由を聞けない　AIが何らかの判断
をした根拠を知るためには、その意思決定プロ
セスが追跡できるようにシステムを設計する必
要がある。また、ディープラーニングのアプリケー
ションで使われるような最先端のアルゴリズム
は避けたほうがよい。直感的な、あるいは創造的
な回答を得られる一方で、判断の根拠を追跡す
るのは難しいからだ。

COLUMN

AIについてすべてのマネジャーが
知るべき10のこと
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8. アクションは分散的だが、学習は集約的　AI
のアーキテクチャは、集中と自律を組み合わせた
ものだ。たとえば、自動運転車は運転というアク
ションを自律的に取る一方で、運転データを中
央のデータセンターに送信する。その後、システ
ムは各車両からのデータを集計して中央システ
ムの学習を促進し、各車両は中央システムが学
習した内容を定期的なソフトウェア更新というか
たちで受け取る。

9. 事業価値はデータと訓練から生まれる　多く
の企業はAIをうまく活用する上で、データと訓練
がどれほど重要かを理解していない。生まれより
育ちが大きく影響することは人間にもよくあるが、
よくできたアルゴリズムよりもより質の高いデー
タが優れたシステムをつくることはよくある。

10. 人間とマシンのやりとりが変わる　人間と
マシンの間のやりとりを最適化する取り組みは
大きく進化し、人間に従来型コンピュータプログ
ラムを学ばせるよりはるかにうまくいくようになっ
てきた。AIを使って人間のパフォーマンスを向上
させたり、逆に人間をアルゴリズムを通じた問題
解決のループに介入させる取り組みはより日常
的となり、人間とマシンはより補い合えるように
なっている。

原題：Ten Things Every Managers Should Know about 
Artificial Intelligence（初出：2017年9月）

Philipp Gerbert
BCG ミュンヘン・オフィス シニア・パートナー&マネージン
グ・ディレクター。BCGフェローとして、AI分野の研究を主
導する。

Martin Hecker
BCG ケルン・オフィス シニア・パートナー&マネージング・
ディレクター。BCGテクノロジーアドバンテッジ・プラクティ
スのAI分野のリーダー。

Sebastian Steinhäuser
BCG ミュンヘン・オフィス プリンシパル。

Patrick Ruwolt
BCG ミュンヘン・オフィス コンサルタント。BCGヘンダー
ソン研究所において、AIについての研究に従事。
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日本企業のAIの重要性に対する意識はまだ高い
とは言えず、AIが社内で十分に活用されているとも
言い難い。確かにAIというキーワードをメディアで
聞かない日はない。経営トップの意識も2、3年前と
比べると格段に高まり、経営の根幹に関わるコアの
技術であるという認識は確実に浸透してきた。だが、
その重要性が本当に組織に根付いているかといえ
ば、必ずしも十分でないと感じることが多い。

その理由の一つは、組織の実務を取り仕切る執
行役員、部長レベルの方のAIに対する意識のあり
方である。筆者は最近、ある官庁との共同プロジェ
クトとして各産業におけるデジタル／AI人材育成に
関する調査を実施し、多くの企業の執行役員、部
長レベルの方に社内の現状や今後の方針を伺った。
ほとんどの企業では対外的にはデジタル／AIへの
先進的な取り組みをアピールしているが、実務の意
思決定を担うリーダーたちの意識は全般的に高くは
なかった。

お話ししていると、大枠ではデジタル／AIは重要
という認識を示すものの、具体的な話に踏み込んで
いくと「海外の企業はデジタル／AIと言っているが、
まずは“ものづくり”をきっちりとすることが重要で
デジタル／AIの優先順位は低い」「デジタル／AI人
材を外から採用すると言っても人数の枠がある。ま

ずは現状の人員で始めたい」などといった本音が顔
を出すことが多かった。さらには、「デジタル／AIは
ノンコアです」と気持ちよいくらいに言い切られる
ケースもあった。ちょうどその直前にインド、中国な
どを訪れ、多くの企業で、デジタル／AIをコア技術
として組織全体で活用しようという高い意識に触
れたばかりだっただけに、この反応は衝撃的だった。
ものづくり優先の考え方自体は間違っているとは言
えず、後になればむしろ正しかったと解釈できる可
能性もある。しかし表向き、またはトップの意向と現
場の認識が整合していないという問題は残り、デジ
タルで勝負できないので消去法で選んでいるとい
う印象を受けた。また、ヒアリングした企業のなか
には、AIが重要だという意識はあっても、導入にあ
たっておさえるべきポイントを理解していないため
十分に活用できていない企業も多かった。

後述する通り、インターネットサービスでは欧米
企業の後塵を拝してきた日本企業だが、AIの活用
では日本固有の強みを活かすことが可能なはずだ。
だがこのままでは世界に立ち遅れてしまう。本稿
では、さまざまな企業を支援してきた経験をもとに、
この現状を打開し、多くの企業で実際にAIを活用
するために必要となる5つのポイントを示したい。

ARTICLE

日本の強みを活かす
─経営層が踏まえるべきAI活用の
5つのポイント
関根 正之
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1.  AI技術とビジネスの両輪を回すチー
ムで、変革のインパクトを最大化する

まず、心にとめていただきたいのは、技術的側面
に重きを置きすぎないでほしいということだ。確か
にAIと総称される技術の多くは高度で専門的な知
識がないと十分に理解できず、活用も難しい。一方
で実際にビジネスの現場でインパクトを出すために
は、技術と同様、もしくはそれ以上にビジネスの側
面に対する理解が必要になる。

AIを活用してプロセスの改善を行う場合を例に
すれば、どれだけ技術的な知識があっても、現状の
プロセスがどうなっていて、どこに潜在的な非効率
の要因があり、どこは容易には変えられないのか、
などの知識がなければ改善機会を特定するのは難
しい。よく「弊社の業務のどこにAIを使えますか」
と相談されるが、その企業の現状の業務の内容や
プロセスと課題をまず理解しなければ、判断できな
いことが多い。またAIを新たなサービスの創出のた
めに使う際にも、顧客が求めているものの本質が見
きわめられていなければ、面白いけれど役に立たな
い、売れないサービスができるだけである。

理想を言えば、技術とビジネスの素養を兼ね備
えた人材を集めるのが望ましい。しかし、現実的
にはそういった人材はほとんどいない。したがって、
技術がわかる人材とビジネスがわかる人材から成る
チームを組成し、できるだけ密に協働できる環境を
構築することがきわめて重要となる。

2.  意思決定者自身がAI技術のポテン
シャルと限界を理解する努力を怠ら
ない

次に重要なのはAI活用についての意思決定者自
身が技術に関する一定の理解、感覚を持つことで
ある。技術の詳細を理解する必要はないが、どう
いったことは可能で、何は難しいか、できたモデルを
どう評価すべきか、といった点に関してある程度の
感覚がないとチームの効率を著しく損なうことが多
い。意思決定者、チームのリーダーが現状の技術で

は困難なことの実現に固執し、メンバーも異論を唱
える努力を怠り、結果としてチーム全体として非効
率に時間を使ってしまうケースをよく見かける。

具体的には、AIの概要に加えて、プログラミング
と統計についても基礎知識を習得することが必須
となるのではないか。プログラムに関しては、簡単な
プログラミング言語でよいので、実際に自分でプロ
グラムを書き、動かす経験をしてみる。これがない
とプログラム／モデルでできることとできないこと
が自身の感覚として身に付かないためだ。

またAIのモデルは確率的なアウトプットを出力
することが多く、確率・統計の概念をある程度理解
していないとその解釈が難しくなる。たとえば、統
計への理解が浅いと、「致命的な異常は100%検出
できなければならない」と考えがちである。実際に
モデルをつくる立場から言うと100%という制約は
実現不可能であり、その目標に固執するとほとんど
全てのケースを異常の候補として判定することにな
り、候補を絞るなどのもともとの目的を実現できな
い。このような場合は異常がどれほど致命的であっ
ても、異常を見逃すコストと絞る効果を定量的に考
慮し、99%検出できればよいなどの判断をすべきで
ある。こういった判断は統計を理解していないと難
しいことがある。

さらに、技術への理解が足りないことで、目標設
定を誤る例も散見される。たとえば、融資審査のモ
デルをつくる際、本来は債務不履行が最小化され
ることをめざしてモデルを構築すべきところ、人間
が行っている判断を真似ることが目標になってしま
うようなことが起こりがちである。

とはいえ、これまで学習していないことを習得す
るのは年齢とともに困難になることが多い。その場
合は、意思決定者は素養のある人材に権限を委譲
すべきである。もし社内に適任者がいないのであれ
ば、後のポイントとも重なるが、適任者を外に求め
るべきである。
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3. 自前主義は捨て、外の力を利用する

AIの研究者の間では、「深層学習20代最強説」
がまことしやかにささやかれている。AIのモデル構
築には、プログラミングなど従来のICT技術に加え、
これまでとは全く異なる知見、技術もかなり多く使
われる。特に深層学習ではこの傾向が顕著なため、
新しい知識の習得という意味で圧倒的に強い若い
人が有利なのは道理だ。東京大学の研究室で20代
の大学院生と仕事をしている筆者はこれを日々強く
実感している。学生は経験に基づく大局観などは
全くと言ってよいほどもたず、なんと効率の悪いこと
をしているのかと思うことも多いが、一方で新しい
技術の習得の速度には目を見張るものがある。

そう考えると、AIの開発においては、年齢的には
40代が主力ということが多い日本企業の技術の現
場は、自前主義を捨て、外の力、外部の人材を活用
することがさらに重要となるだろう。AI固有の知識
の習得という点に関しては、若い世代の技術者や彼
らを多く抱えるベンチャー企業と同じ速度で競争
をするのは容易ではないためだ。実際、海外のAI関
連の企業を見ると技術者の年齢層が驚くほど低い
ことが多い。筆者が所属する研究室で中国の大手
インターネット関連企業のAI関係の研究所に視察
に行ったことがあるが、技術者の大半が20代と見
受けられた。日本企業も、AIの活用を考える際には、
AI関連のベンチャー企業や大学との協業など、外
の力の活用をより真剣に考えるべきである。

4.  うまくいかなくて当たり前、むしろ失
敗がなければチャレンジが足りない

現在のAIは、実際にやってみないとうまくいくか
どうかわからない。何かを予測、判別するモデル
をつくる、という際も、実際のデータでモデルをつ
くってみないと既存の手法より精度の高い結果が
出るか否かわからないことがほとんどである。それ
も一度つくって終わりではなく、パラメータ等を変
えながら何度も試行して初めてできる、できないの
感覚がわかってくることが多い。先端的な手法にな
ればなるほど、この傾向がより顕著になる印象が

ある。最先端の深層学習によるモデル作成と聞く
と、非常に科学的／体系的な作業をイメージされる
方も多いであろうが、実際には勘と経験に基づき試
行錯誤を繰り返し、「よくわからないがよい精度が
でたからOK」というような、多分に職人的な作業を
行っているのが実態である。

したがってAIの活用にあたっては、とりあえず
やってみる、やってみてうまく行かなければ別のア
プローチを試してみる、技術的に難しければプロセ
ス上の工夫を加えるというような、柔軟な姿勢が必
要となる。

5.  差別化の源泉はデータ、そして日本固
有の強み

AIの技術自体で差別化を図ることは意外に難し
い。グーグルをはじめとする世界トップの研究主体
は非常にオープンに情報を交換しており、最先端の
理論・手法もすぐに公開される。営利企業同士の競
争というよりは、AI研究を協働して進めるコミュニ
ティのようなものだと言える。実務的な手法のレベ
ルでも、グーグルのテンサーフローのようなライブ
ラリが無料で公開されているほか、画像認識のAPI
等も多くの企業が公開している。

多くの場合、差別化のカギとなるのはデータであ
る。ユーザーの行動履歴、購買履歴、監視カメラの
画像データ、採用面接の結果とその後のパフォーマ
ンスの関係等の各企業固有のデータが重要となる。
さらにはデータが自然に蓄積されていく仕組みを構
築することが参入障壁を築き永続的に優位性を維
持するための肝となる。加えて、問題の勘所を理解
し、多くの手法を問題ごとに使い分けられるデータ
サイエンティストのような人材の質と厚みも差別化
の源泉となりうる。

データや人材が重要だという認識は広がりつつ
あるが、企業から依然として「技術や手法を網羅的
に把握したいので、教えて欲しい」という趣旨の依
頼を受けることがある。そういった場合、料理にた
とえて説明することにしている。「手法の一覧を作
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るのは無駄ではないが、美味しい料理を作るために
まず包丁の図鑑を作るようなものです。まずは良い
素材（データ）を集め、良い料理人（データサイエン
ティスト）に任せることが重要です」とお話しすると
納得されることが多い。

データの重要性は世界共通だが、日本固有の強
みもAI活用における競争優位性の源泉をさぐる着
眼点として有用となる。たとえば、日本は高齢化や
人口減少、これに関連する人手不足等の課題先進
国であり、他国に先駆けて顕在化するニーズを対象
とできる。かつ人手不足によりAIが人間の代替とな
ることに社会的抵抗が少ない。また日本にはロボ
ティクス／センサー等、他国に比べて技術的な蓄積
が大きい領域が多数ある。これらの技術をAIと関
連付けることも競争優位の構築につながる。

加えて、AIの活用では、日本語が英語に比べ
てマイナーな言語であることが不利になりにく
い。インターネットサービスはサービスの内容が
言語に依存し、かつスケール勝負になることが多
く、どれほど優れたサービスを立ち上げても最終
的には英語圏のサービスに負けてしまうことが多
かった。だが、AIの主流である、予測、判断、最
適化、認識、制御などのタスクでは言語自体は
直接の制約にならないため、日本市場を対象と
した技術やサービスを海外に展開し、世界を舞

台に戦うことも十分に可能である。多くの日本
企業はインターネットサービスで惨敗した経験か
ら自信を喪失しているが、AIのルールはインター
ネットサービスのそれとは異なる。むしろ自信を
持って、改めて世界を視野に入れて構想すべきで 
ある。

＊　　＊　　＊

AIは開発途上の技術である。だが、その限界を
理解した上で工夫すれば、組織全体を変革し、新た
な収益源を生み出すなど、大きなビジネス上のイン
パクトにつなげられる水準に達している。今重要な
ことは、技術自体を進化させると同時に、技術の重
要性を組織、社会の多くの人が理解し、その活用方
法を試行錯誤を通じて模索することである。BCG
は、多くの企業と共に、この可能性に満ちた技術を
社会で活用する術を磨いていきたいと考えている。

関根 正之 
DigitalBCG Japan ディレクター。
東京大学大学院工学系研究科 松尾
研究室でAIの研究／開発に携わる。
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グーグルの持ち株会社であるアルファベット傘
下の英ディープマインドの「アルファ碁」が2016
年にトップ棋士に勝利したことは、AIが劇的に
進化している状況をきわめてわかりやすく世の中
に示した点で画期的な出来事だった。よく言わ
れるようにアルファ碁の論文1が2016年1月に公
表されるまでは、「将棋ではAIが人間に勝ったが、
囲碁で勝つには少なくともまだ10年かかる」と研
究者の間でも広く信じられていた。それだけにア
ルファ碁がトップ棋士に勝利したことは研究者に
衝撃を与えるのみならず多くのメディアで報じら
れ、世の中全体でもAIの進化の象徴的な事例と
して受け止められた。どこの国に行っても、技術
者間に限らず経営者向けの議論でも、AIの話が
出れば必ずアルファ碁の勝利が事例として語ら
れていたほどだ。

日本では、アルファ碁の成功を受け、これに対
抗するソフトを日本の技術で開発しようとTeam 
Zenの加藤英樹氏、尾島陽児氏と株式会社ドワ
ンゴ、日本棋院の共同研究に東京大学も協力し
て「DeepZenGoプロジェクト」がスタートした。
筆者はBCGで経営コンサルタントとして活動し
つつ、東大の松尾豊准教授の研究室でAIの研
究／開発にも携わっているが、その一環で東大
側のリーダーとしてこのプロジェクトに取り組ん
できた。現時点でアルファ碁との対戦は実現し
ていないが、DeepZenGoは相手が人間であれば
トッププロでもほぼ負けない（勝率95%程度）実
力を有するに至り、またプロ棋士の研究にも活用
されている。

DeepZenGoの開発を進めるなか、筆者らに
さらなる衝撃が走ったのは2017年のことであ
る。ディープマインドの研究者チームから10月、12月 

と相次いで驚くべき内容の論文が発表されたの
だ。ひとつの論文 2は、同社が人間の過去の知見
（棋譜、定石等）を一切与えずに人間以上に強
い囲碁ソフト、「アルファ碁ゼロ」を開発したこと、
もうひとつの論文 3はさらに同じ方式によりチェ
ス、将棋に対しても人間や既存の最強ソフトと同
等もしくはそれ以上に強いソフト、「アルファゼ
ロ」を開発したことを報告するものだった。これ
は、AIがデータなしに人間を超えたことを意味
すると同時に、AI囲碁ソフト開発においてこれま
での知識が不要になったことを意味する。囲碁
ソフト開発者のメーリングリストにはお通夜のよ
うなしんみりした空気が流れた。AIによる職業
の代替がよく話題になるが、AI開発者自体もAI
によりある日突然に不要になるという事実が突
きつけられた瞬間だった。

アルファ碁ゼロおよびアルファゼロが、データ
が十分に存在しない問題に対しても高いレベル
の解を示せる領域を拡張したことには、大きな
意味がある。また、ディープラーニング、機械学
習を実際に使うと、データが質量ともに足りなく
て困ることが多いが、その制約を緩和できる可
能性も出てきた。ちなみに、囲碁に関しては人間
の知識を使わずに学習させても最終的には人間
とかなり似た手を打つことも多いらしい。少なく
とも囲碁では、2000年以上かけて構築してきた
定石（知識）も的外れではなかったということで
あろう。

このような画期的な研究であるが、その実現の
ためには高い技術だけでなく膨大な計算資源が
必要なことも推測できる。論文を読むと、使われ
ている個々の手法自体は囲碁ソフト開発に関わ
る研究者にとって大きな驚きではないが、一方で、

COLUMN
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学習（正確には学習のための棋譜生成）には筆
者らの推計では、ディープラーニング専用のサー
バを500台ほど使って、40日程度という桁違いな
計算資源が費やされていると考えられる。しかも、
これは成功した試行分だけの推計であり、不成
功の分も含めるとこの数倍の計算資源を使って
いても不思議はない。仮に一般企業が外部から
計算資源をレンタルして同じことを行うとしたら、
10億円単位の投資が必要だと試算される。　

この事例が示唆することの一つは、「AI、
ディープラーニングを事業化する際には目の前の
サービス／製品の開発だけでなく、先の応用、波
及効果まで見通して大胆に投資するべき」とい
うことである。AI、ディープラーニングを活用し
たサービス／製品開発には人材に加えて計算資
源等への投資も必要となることが多い。目先の
サービスのための開発費として考えれば決して
小さくはない投資となるだろうが、将来を見据え
れば十分な経済合理性をもたらす可能性は高い。
特に先進的な取り組みであれば世界中に技術の
先進性を示す広告効果も期待できる。また、今
後の多様な応用への礎を築く価値も大きい。た
とえばグーグルは、タンパク質の構造解析、電力
利用の最適化、革新的な新素材の開発等への応
用を示唆しており、成果が上がれば兆円単位の
インパクトがあると考えられる。工場等にはさら

に1桁、2桁大きい投資を行っている企業が多い
ことを考えれば、戦略的優位性の源泉を築く投
資としては決して大きすぎるとは言えない。

ひとつのサービス／製品の開発を越えて、そこ
から拡がる応用、新たなビジネスモデルまで視野
に入れた大きな投資を行うには、経営者が説得
力のあるストーリーとビジョンを示すことが重要
である。AI技術をてこにどのような戦略的優位
性を構築できるか。多くの企業の経営者がこの
ストーリーとビジョンを描き、それを実際の業務
に適用するまでの道のりにBCGは伴走している。
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2017.

3.  David Silver et al.“Mastering Chess and Shogi by 
Self-Play with a General Reinforcement Learning 
Algorithm,”arXiv:1712.01815 [cs.AI] , December 
2017.

関根 正之 
DigitalBCG Japan ディレクター。東京大学大学院工学系
研究科 松尾研究室で、AI研究／開発に携わる。
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テクノユートピアニズムの時代の到来だ。ビッグ
データ、アドバンスト・アナリティクス、AI（人工知
能）といったトピックがCEOアジェンダの中核として
掲げられ、企業がテクノロジーを多くの課題の解決
策となりうるものと見ていることを示している。

企業がテクノロジーに大きな期待を寄せるのには
もっともな理由がある。データの爆発的増加とアナ
リティクスの進化により、テクノロジーが映画のレコ
メンデーションやがんの診断のような、明確に定義
されてはいるが複雑な仕事を、独力で、しかも多く
の場合、人間よりうまく遂行できるようになった。そ
のため、テクノロジーが事業戦略の策定・実行のよ
うな広範で曖昧、オープンエンドな問題にも取り組
めると考えるのも、ありえない話ではない。実際、こ
のような結果になることを強く信じていると語るビ
ジネスリーダーもいるし、アマゾンやアリババのよう
な企業はすでにその一部を実現しつつある。

しかし、テクノロジーがどんなに進化しても、テク
ノロジーを活用すれば必ず競争優位性を構築でき
るというわけではない。テクノロジーにより事業戦
略を進化させるには、戦略策定・実行プロセスにテ
クノロジーを組み込み、人間とテクノロジーがそれ
ぞれの強みを活かして補完しあえる状態をつくりあ
げなければならない。

可能性と危険性

まず、テクノロジーが戦略を進化させる可能性、 
そしてその限界について考えてみよう。

テクノロジーは飛躍的に発展し、ますますスマー
トになっている。この10年の間に、経験から学ぶ
アルゴリズムにより、AIが抽象的な概念を他から
の指示なしに自ら効果的に学習できるようになっ
た。1日あたり250京バイトと推定されるデータの増
加により、ビジネスの問題解決に対するリアルタイ
ムの実証的アプローチが促進された。そして、ハー
ドウェアの継続的進化（とムーアの法則の驚くほど
長期間にわたる継続）、およびスケーラブルなコン
ピュータ・アーキテクチャによりコンピュータ利用の
コストが低下し、爆発的に拡大するデータを企業が
活用できるようになった。

結果として、作曲から、大学入試の等級づけや受
験そのものさえも、さらには感情を読み取ることまで、
創造性や知性が求められる仕事でAIの能力が急激
に向上している。文章や画像を含む構造化されてい
ないデータを解釈して洞察を引き出す能力も向上し
ている。AIの進化の象徴的な例が、ディープマイン
ドによる「アルファ碁」だ。囲碁ではAIはあと10年は
人間を追い越せないと思われてきたが、18回世界王
者になったことがある李世乭（イ・セドル）九段にア
ルファ碁が勝ったというニュースは世界を驚かせた。

ARTICLE

AIを活用して
戦略的優位性を構築する
Martin Reeves, Daichi Ueda, Philipp Gerbert, Ralf Dreischmeier
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このような進歩を鑑みると、テクノロジーがCEO
の戦略的意思決定を直接的に支援する「ストラテ
ジスト・イン・ナ・ボックス」も実現可能かもしれな
いと考えてみたくもなる。しかし、それほど単純では
ないと私たちは考えている。

テクノロジーの進化と実際の経済的利益とは明
らかに連動していないということをよく考えてほし
い。情報テクノロジーの進化にもかかわらず、全要
素生産性の成長は1970年以来停滞し、2007年の
景気後退以降は事実上停止している。数十年前に
ロバート・ソローが述べた「あらゆるところでコン
ピュータ時代の到来が見られる、生産性統計をの
ぞいて」という意見は今日でもそのとおりだ。個々
の企業レベルでもIT投資をしても企業業績にその
成果が現れていないことがよくある。実際、いくつ
かの調査で、もっとも成功している企業群はその他
の企業よりIT投資が少ない傾向があるという結果
が出ている1。

優れたテクノロジーと大量のデータがよりよい成
果を保証すると考えるのは甘く、危険である。テクノ
ロジーがどんなに進化したとしても、それが人間に
よりうまく活用され、人間が設計した戦略プロセス
に丹念に組み込まれる必要があるのだ。

ヘッジファンドのロングターム・キャピタル・マネ
ジメント（LTCM）の例を考えてみよう。LTCMは、
2人のノーベル賞受賞者を含む金融工学のエキス
パートにより1994年に設立された。同社は最先端
のオプション理論に基づく金融モデルがうまく機能
している間はめざましいパフォーマンスをあげ、2年
目、3年目には年平均利回りが40％を超えた。しか
し、モデルへの過度の依存が破綻を招いた。モデ
ルはひき続き、同社がロシアの債務不履行の危険
性に対して適切にリスクヘッジしていると予測して
いた。このときLTCMが本当に必要としていた洞察
は、同社はリスクヘッジが不十分で流動性リスクに
さらされている危険性があるというもので、こうし
た洞察はモデルの外からしか得られなかっただろう。
1998年のロシア危機の後、LTCMは破綻し、46億
ドルの損失を出した2。

テクノロジーを組み込んだ戦略プロセス

テクノロジーの進化を活用して戦略的優位性を
構築するには何が求められるのだろうか。

テクノロジーにより強化された戦略は、テクノロ
ジーと人材の両面のリソースが組み合わさって一致
協力して事業戦略を策定・実行する状態でのみ実
現できると私たちは考えている。そこでは、課題の
定義、シグナル処理、パターン認識、抽象化と概念
化、分析、予想など広範な概念的作業と分析的作
業が行われ、それらがシームレスな一続きのものと
してつながる。このように個々の作業が全体の目標
に向けてつながることで統合された戦略プロセス
ができあがる。

テクノロジーを活用するかどうかにかかわらず、
効果的な事業戦略策定には「リフレーミング」が必
須である。リフレーミングとは、問題を再定義したり
再分析したりするプロセスのことで、BCGの創設者
ブルース・ヘンダーソンはこれが効果的なビジネス
思考の中核と考えていた。リフレーミングを可能に
するには、テクノロジーを組み入れて戦略策定・実
行の端から端までの全プロセスにわたる仕組みを
構築しなければならない。テクノロジーを組み込ん
だ部分が他と関連を持たずに戦略を考案するので
はなく、フィードバックや実行データの分析により継
続的に戦略を更新・改善していくことが求められる。
戦略プロセスの川上と川下の要素の間の持続的な
相互作用が必要となる（図表）。

戦略策定・実行においてAIやアルゴリズムがます
ます重要かつ大きな役割を果たせるようになってい
るが、それらを組み込んだ戦略策定・実行プロセス
は、少なくとも当面の間は、人間が設計しなければ
ならない。人間が戦略プロセス全体を組み立て、戦
略的目標に向けて指揮しなくてはならないのである。

その理由を理解することが重要である。人間は
「メタ思考」において依然、比類なき能力を有して
いる。メタ思考とは、目前の仕事や問題のスコープ
を超えて考えることである。AIはまだそれをうまく
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行えない。きっちり定義された仕事を実行したり明
確に定義された問題を解いたりするのは得意だが、
新たな問いを提起したり、ある問題を過去に直面し
た別の問題と結びつけたりすることはできない。

言い換えれば、AIはまだ「総括」からはほど遠い。
もちろんAIはこうした高位のスキルを学習できない
と言っているわけではない。私たちは戦略策定・実
行プロセスの中でテクノロジーがますます大きな役
割を果たすようになることを期待している。

アマゾンが実現している仕組みはテクノロジー
を組み込んだ戦略プロセスの好例である。同社は
サプライチェーン最適化、在庫予測システム、販売
予測システム、収益最適化システム、レコメンデー
ション・エンジンなど21のデータ・サイエンス・シ
ステム3を持っている。これらのシステムはシステム
同士で相互に、また戦略に携わる人材と結び付き、
全体として統合された円滑な仕組みができている。

たとえば販売予測システムがある商品の人気が高
まっていることを感知したら、次のような一連の変
化を引き起こす。まず在庫予測が更新され、それに
よりサプライチェーン・システムが倉庫全体にわた
り在庫を最適化する。レコメンデーション・エンジ
ンがその商品をより多くプッシュし、収益最適化シ
ステムがプライシングを最適化する。こうした変化
により販売予測が更新される。これらは一次的作
用の一部にすぎず、川下ではさらなる相互作用が
起こる。多くの作業が自動的に行われる一方で、人
間が実験を設計し、データの記録を検証して学習
し仕組みを進化させる。人間はまたテクノロジーが
とらえたパターンや例外的事象から高位の洞察を
抽出して、次の戦略的打ち手のヒントにする。

もうひとつ、ベンチャーキャピタル業界におけ
るテクノロジーの戦略プロセスへの活用の事例を
みてみよう。コリレーション・ベンチャーズは、資
金調達、投資家、ビジネス・セグメント、創設チー

戦略策定・実行プロセス全体の設計と進化

実行抽象化、人間の直感

予測

機会

パターン認識

形成、影響

評価

リフレーミング

シグナルの検出

状況

人間の仕事 テクノロジーによる作業

分析

実施戦略

目標の定義

価値と目標

図表 | テクノロジーと人材の両面の要素を統合する

出所： BCG分析
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ムなど、スタートアップ企業に関わる爆発的に増
加するデータをうまく活用することにより成功し
ている。多くのベンチャーキャピタルと同様に同
社は投資機会のほとんどを人的リレーションを通
じて開拓している。しかし、従来のデューデリジェ
ンスが主に創設者や主要顧客との何度にもわた
る面談と詳細な市場調査に基づいていたのに対
して、コリレーション・ベンチャーズは文献情報を
重点的に活用している。同社は投資機会を評価
するためにデータを予測解析のアルゴリズムにか
け、その後、アルゴリズムによる選抜を通過した
投資機会に対して人間がより包括的な検討を行
う。このようにしてテクノロジーと人間がそれぞれ
独自の強みで、正確な投資意思決定をするために
貢献する。こうした手法により予測力だけでなくス
ピードや拡張性、進化可能性が得られる。同社は
このようなテクノロジーを組み込んだ戦略プロセ
スにより投資判断を2週間で行い、多数の投資機
会を限られた人員で評価することが可能になった。 
さらに、時間の経過とともにデータと経験の蓄積を
通じて投資判断を確実に向上できる。

必要条件と落とし穴

企業はどうしたらテクノロジーを組み込んだ効果
的な戦略プロセスを構築できるのだろうか。私たち
は必要条件を6つ特定した。

1.  適切で具体的な戦略的目標　テクノロジー
を組み込んだ戦略プロセスは適切な目標の下、
望ましいアウトプットを出せるよう指揮されな
ければならない。人間が最初の問い、あるいは、
どこに機会があるかについての洞察を提示す
る必要がある。人間のグループであれば曖昧
さにも適応でき、自律的に適切な目標を見出
せるかもしれないが、マシンには明確な目標が
必要である。

適切で具体的な目標の対極にあるのが誤った
問いを与えることである。有力なテクノロジー
を前にすると、私たちは何をすべきかではなく
何ができるかにばかり心を奪われ、この過ちを
犯してしまう危険性がある。そうなると、人間

のニーズよりもマシンの能力により、解決する
問題が決定づけられてしまう。言い換えれば、
あなたが持っているものがハンマーだけだった
ら、あらゆるものがクギのように見えるという
ことである4。

2.  目標に適した設計　あらゆる状況で有効な戦
略策定・実行プロセスなど存在しない。異なる
環境では異なる戦略が求められるように、テク
ノロジーを組み込んだ戦略プロセスにも戦略
によって異なる設計が求められる。たとえば安
定した環境に適する「クラシカル型」戦略では
「分析、計画、実行」というプロセスが求めら
れる。また、予測できない環境に適する「アダ
プティブ型」戦略では「多様化、選択、拡大」
という特徴をもったプロセスが求められる。事
業環境の予測可能性と改変可能性の度合いに
より、どんなタイプの戦略策定・実行アプロー
チが最適かが示唆される（詳しくは『戦略にこ
そ「戦略」が必要だ』（日本経済新聞出版社）
をご覧ください）。

キツネは口の狭い器に入っている食べ物は食
べられず、コウノトリはボウルに入っている飲み
物は飲めないように、適切に設計されていない
戦略プロセスは目標を達成することはできな
い。たとえばクラシカル型の事業環境でもっと
も効果的に機能するよう設計された戦略プロ
セスは、改変可能性が高い環境ではうまくい
かないだろう。そのような環境では、企業は多
様なステークホルダーと協働してエコシステム
を構築する必要がある。

3.  統合されたアプローチ　人的資源もテクノロ
ジーも含めて戦略プロセスの構成要素は、相
互にコミュニケーションを行い、全体として統
合されたものを創り出さなければならない。部
分最適をいくら集めても全体最適ができ上が
ることはめったにないため、この全体的統合が
不可欠である。たとえば新規事業機会を評価
したいと考えている戦略策定者が競争上の脅
威と戦略的適合性を検討する必要があるとす
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る。戦略プロセスの異なる構成要素がそれぞ
れの問題を別々に分析することはできるが、そ
れらの分析を統合したうえで新たな洞察を生
み出すことによりトレードオフを解決しない限
り、戦略策定者は答えに近づくことはできない。

戦略プロセスの中で関与する構成要素が少な
い場合は、構成要素間で洞察が共有されアク
ションが調整されるようにすることは難しくは
ない。しかし、テクノロジーを組み込んだ戦略
プロセスにより複雑な問いを検討する場合は、
解決策を探索するなかで一貫性が失われる危
険性がある。したがって、人間が、広範な文脈
を理解し異なる領域からの洞察を結び付ける
人間ならではの能力で、戦略プロセス全体に
おける情報と洞察の流れを設計し最適化しな
ければならない。人間の役割は、戦略プロセス
の構成要素（人的資源とテクノロジーの両方）
が個々の作業ではなく全体の目標に向けて最
適化されるようにすることである。

4.  人間とテクノロジーの適切な役割分担　テク
ノロジーを組み込んで効果的な戦略プロセス
をつくり出すには、人間とテクノロジーがそれ
ぞれ得意なことをやらなければならない。テク
ノロジーは通常、明確に定義された具体的な
文脈の作業を、人間より正確かつ迅速に遂行
できる上、大量のデータを処理できる。人間は
特定の文脈を超えて思考することや、問題のリ
フレーム、新しい問いの設定、良識の適用など
により、曖昧さに対応することに長けている。

人間とテクノロジーがそれぞれの強みに適した
活動に携わっていないと、思考が停滞すること
が多い。たとえば、テクノロジーはシグナルとパ
ターンを見つけることにより抽象化や新しいコ
ンセプトの形成を促進することができる。それ
でもやはり抽象化と概念化では人間より劣り、
リフレーミングを繰り返しながら思考を厳密に
つきつめることはあまりできない。したがって、
テクノロジー特有の能力を活用せずにつくられ

た戦略は切れ味が欠けたものに、人間独自の
能力による検討が十分なされていない戦略は
深さが欠けたものになる可能性が高い。

5.  うまく設計されたヒューマンマシンインター
フェース　テクノロジーを組み込んだ戦略プロ
セスは、適切なヒューマンマシンインターフェー
スを備えている場合に限り、各構成要素がそ
れぞれの能力を活かして行った作業の恩恵を
受けることができる。マシンは観察結果を人間
にコミュニケーションでき、逆に人間はマシン
の観察結果を理解し、検討し、立証してマシン
にフィードバックできなければならない。

ヒューマンマシンインターフェースが効果的で
ないと、戦略プロセスは「追跡できない」アウ
トプットをつくり出すブラックボックスになって
しまう。人間がアウトプットを解釈できず、その
ため連続的リフレームにより深い洞察を生み
出すことができない。このような落とし穴には
まらないために、テクノロジーを組み込んだ戦
略プロセスを設計する際は、アウトプットを単
純化された絵や画像、パターンのような形にし
ようという誘惑に乗ってはいけない。豊かな洞
察を得るためには、人間が乱雑なデータを多
様な視点から探査できることが必要である。

6.  独自のツール、データ、人材、プロセス　戦略
プロセスは優位性を創り出さなければ最終的
な目的を達成したとはいえない。そのため何か
が競合よりも優れていなければならない。ツー
ルであれ、データであれ、人材であれ、設計で
あれ、戦略プロセスのなんらかの側面に優位
性がなければならない。

既成のソリューションやすぐに手に入るデータ、
古い設計に依存すると、戦略プロセス全体が
コモディティ化し、単なる「事業を行うための
コスト」になってしまう危険性がある。そのアウ
トプットは「まあまあ」かもしれないが、差別化
の源泉にはならない。テクノロジーを組み込ん
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だ戦略プロセスはそれ自体で進化できなけれ
ばならない。ルイス・キャロルの『鏡の国のア
リス』に出てくる「赤の女王」のせりふのように、
同じ場所に留まるためだけでも、走り続けなけ
ればならないのだ。

ビジネスリーダーへの示唆

テクノロジーの潜在的可能性を戦略強化に十分
活用するために、ビジネスリーダーは人間とテクノロ
ジーの相互作用に関わる新たな問いについて考え
なければならない。

テクノロジーを活用して自分はどんな戦略的目
標を達成したいのだろうか？　最初の目標は人間
がつくり出さなければならない。ブルース・ヘンダー
ソンの言葉にあるように、「最初の問題の定義は必
然的に直感的である。そもそもそれが問題だと認
識されるためのものでなければならない」。言い換
えれば、戦略プロセスが解決しようとする最初の問
題は、AIの外で定義されなければならない。

それらの目標を達成するためにどんなテクノロ
ジー、人材、設計が必要か？　さまざまな目標には
それぞれ異なる組織能力が求められ、多様な組織
能力を調達するのは困難で多大なコストがかかる。
アマゾンやグーグルのようにテクノロジーを活用し
て効果的な戦略策定・実行の仕組みをつくりあげ
てきた巨大テクノロジー企業は、テクノロジーの戦
略への統合に継続的に投資するとともに、優れた
人材を惹きつけるためにプレミアムを払って、組織
能力を構築してきた。こうした優位性をもたない企
業は、テクノロジーを使って優位性の高い戦略プロ
セスを構築するには何が必要となるか、について現
実的に考えなければならない。

人材とテクノロジーはお互いにどう補完しあえる
だろうか？　戦略へのテクノロジー活用の目標は、
人間の思考を抑制することではなく増強することで
ある。そのためにはテクノロジーが、人間の新たなコ
ンセプトを創造し、自分自身の考え方に疑問を呈し、
自分の理解をリフレームする能力を刺激する必要

がある。逆に、人間はテクノロジーによるアウトプッ
トとアクションをより広範な文脈で解釈し、テクノロ
ジーがますます文脈にそった分析をしていくよう導
かなければならない。

どうしたらテクノロジーを組み込んだ戦略プロセ
スは進化できるか？　テクノロジーを組み込んだ戦
略プロセスの成功には時間の経過とともにそれ自
体で向上できることが必要となる。経験から学ぶと
ともに、継続的に適切な問いに答えて新たな洞察を
もたらすメカニズムが必要である。戦略策定・実行
の仕組みを定期的に再評価し、設計を見直す勇気
と規律をもたなければならない。

どうしたらより広範な組織がテクノロジーを組み
込んだ戦略プロセスを進んで受け入れるようにな
るか？　テクノロジーを組み込んだ戦略プロセスは、
組織が受け入れて利用する範囲においてのみ価値
がある。ビジネスリーダーは組織の現実に注意を払
い、それに適するように戦略プロセスを設計しなけ
ればならない。組織がテクノロジーを組み込んだ戦
略プロセスを活用する準備ができていなければ、そ
れは実際に変化を引き起こすには不適切で役に立
たないだろう。

蒸気エンジンや電力、今日の情報テクノロジーの
ような汎用的技術はどれも、その潜在的可能性を
最大限に発揮するには数十年かかる。なぜなら企
業がそれらのパワーをうまく活用できるよう習熟し、
自社の体制を整える必要があるからだ。たとえば電
気モーターが蒸気エンジンにとって代わった当初は、
エンジニアは単にそれまで蒸気エンジンが設置さ
れていた場所にそのまま新しいモーターを取り付け
た。結果として生産性の向上は得られなかった。工
場のレイアウトが新しい技術にあわせて最適化され
て初めて電力が著しい生産性向上を引き起こした
のである。

AIを組み込んだ戦略策定・実行の仕組みと情報
テクノロジーの関係は、かつての新しい工場設計と
電力の関係と同じだと私たちは考えている。言い換
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えれば、企業が戦略策定・実行のしかたを再形成し
なければ、テクノロジーの進化はムダになってしま
う。ビジネスリーダーは今、人材とテクノロジーとい
う2つの重要な資産をどうしたら統合できるかを考
え始めなければならない。さもなくば後れをとる危
険を冒すことになる。

注
1.  Megan Santosus,“How Company Size Relates to IT 

Spending,” TechTarget, September 2005.
2. “Case Study: LTCM,”hosted by C.T. Bauer College 

of Business, University of Houston.
3.  Vincent Granville,“21 Data Science Systems Used 

by Amazon to Operate Its Business,” Data Science 
Central, November 2015.

4.  筆者らがこれを現実的な脅威だと考える哲学的理由が
ある。20世紀の哲学者マルティン・ハイデッガーは“The 
Question Concerning Technology”と題する将来を暗
示する論考で、近代のテクノロジーは目標に向けた中立
的な手法ではなく、人間がものごとを理解したり世界と
相互作用したりするやり方を形成し制限するものだと書
いている。
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AIの基本的な枠組みを理解するのはそれほど
難しくはない（図表）。AIのアルゴリズムはデー
タを取り入れ（入力）、処理し、アクションという
かたちで出力する。だが、入力から出力への道す
じの設計は困難をともない、現時点で、実際の
業務において多くの部分でAIを活用している企
業は依然として少ない。BCGとMITスローン・マ
ネジメントレビュー誌の共同調査では、そうした
企業は20社中1社にすぎなかった1。だが、どの
業界にも先進的な企業は見られ、一つの企業が
すべての領域で突出していることはなくとも、多
くの企業がAIを使って実質的な価値を生みだし
ていることもある。このコラムでは、さまざまな
業界、機能やプロセスでAIがどのように普及し、
効果をあげているかを紹介する。

マーケティングと営業

AIの活用により、サービスの提供や広告、さ
まざまな働きかけなどを個々の顧客に合わせて
パーソナライズすることが可能になる。この効果
は非常に大きい。BCGの調査によると2、先進的
なデジタルテクノロジーと独自のデータを統合し
てパーソナライズされた顧客体験を提供するブ
ランドは、収入を6～10%（そうでないブランドの
2～3倍）拡大できる可能性がある。5年後までに、
小売、ヘルスケア、金融業界だけでも、8,000億
ドルの収入が、上位15%のパーソナライゼーショ
ン先進企業に流れるとBCGでは試算している。

パーソナライゼーションのベストプラクティス
の多くは動きの速い消費者関連の業界に見られ
る。あるグローバル小売企業では、スマートフォ
ンの自社アプリを活用し、顧客の位置データや、
一日のうちいつ、どれくらいの頻度で利用するか、
などといった情報から顧客の一週間のルーティ

ンを割り出した。現在この企業では、顧客に関す
る数百万のデータポイントと全般的な消費者ト
レンドを組み合わせ、それぞれの顧客にカスタマ
イズされたオファーを週に50万件送信するリア
ルタイムマーケティングシステムを構築している。

R&D（研究開発）

マーケティング・営業に比べ、R&D（研究開
発）におけるAIの活用はまだそれほど進んでい
ない。R&Dのプロセスで生まれるデータは、大
規模小売チェーンの現場が持つデータと比べは
るかに少なく、デジタルで捕捉できないこともよ
くある。さらに、R&Dをめぐる課題は多くの場合、
複雑で、高度に技術的である。それでも、AIはこ
の分野でも高い可能性を秘めている。たとえば、
R&Dが主要な収益ドライバーとなるバイオ医薬
品業界で、AIはコスト上昇と開発期間の長期化
というトレンドを逆転させる可能性がある。

医薬品の製品開発の加速をめざして設計され
たAIプラットフォーム、シトリン・インフォマティ
クスは、データの制限という課題にうまく対応し
た例といえる。公表されている研究データは、成
功した実験に偏っており、また研究費を提供す
る組織に有利な情報に偏っている可能性もある。
同社は研究機関との広範なネットワークを通じ
て未公表の研究データを収集し、この課題を克
服している。「ネガティブデータはほとんど公表
されていません。しかし、ネガティブデータを含
む文献資料は、偏りのないデータベースを構築す
るためには不可欠です」。同社の共同設立者兼
CSO（最高科学責任者）であるブライス・メレディ
グは語る。このアプローチにより、同社はある研
究において、顧客の研究開発期間を約半分に短
縮できた。

COLUMN

AIの実務への適用領域
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オペレーション

オペレーションはもともとAIとの相性がよい。
たいていは似通ったルーティンやステップを踏み、
豊富なデータと測定可能なアウトプットを生んで
いるからだ。一つの産業のために構築したAIの
コンセプトを他の産業にも応用できることも多い。
現時点で一般的なAIの活用事例としては、予測
メンテナンスと、製造環境をめぐる複数の要素
を総合的に勘案した製造の最適化があげられる。

ある石油精製会社は発電プロセスに欠かせな
いガス化装置の故障を予測し、回避したいと考え
ていた。この装置が計画外に停止すると、1ヵ月
間発電ができなくなり、大きな損失となる。社内
には装置の運用に関わる多くのデータが蓄積さ
れていたが、数千もの変数のうちどの要因が故
障の原因となるのか特定することは困難だった。

この企業のエンジニアはデータサイエンティス
トと緊密に協力して、6年間分の運用データと保
守情報を機械学習アルゴリズムに読み込ませた。
AIモデルはすべての要因（原材料のタイプ、出
力品質、および温度など）の全体的なパフォーマ

ンスへの影響を的確に定量化し、エンジニアは、
整備から次の整備までの間、この装置が継続的
に運用可能かどうかを判断できるようになった。
エンジニアはさらに、蒸気や酸素などの変数の
設定を調整するルールベースのわかりやすいシス
テムを設計した。このシステムにより、装置の予
期せぬ停止のリスクが最小限に抑えられ、整備
計画を短期間で見直さなければならないことも
減り、大きな経済的利益をもたらした。

調達とサプライチェーンマネジメント

調達においては、データは構造化され、取引
の多くは繰り返しである。AI活用の潜在的な可
能性は大きいが、まだ実現しているケースは少
ない（競争力を維持するために、誰にも知らせ
ずにAI対応の調達システムを使っている企業が
ある可能性はある）。調達におけるAI活用例に
は、チャットボット、半自動契約の設計とレビュー、
ニュース、天気、ソーシャルメディア、需要の分析
に基づいたレコメンデーションの提示などがある。
この分野ではAIを使った機能拡張、または自動
化さえもまだこれからだといえよう。

</> 

構造化データ
音声、テキスト、
光学パターン、対象物

商品提供：商品・サービス
プロセス：業種別プロセス、業種横断的プロセス

物理的支援、
デジタル領域の支援、
コミュニケーション

AIの要素技術

AIのプラットフォームとサービス

AIのインフラとアルゴリズム

入力 処理 出力

図表 | AIの基本的なフレームワーク

出所： BCG分析
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だが、サプライチェーンマネジメントと物流で
は事情は異なる。あるグローバルに展開する金
属関連企業は、最近、需要予測と価格設定に加
え、サプライチェーン全体の管理を支援する機械
学習エンジンシステムを構築した。同社は40以
上のデータウエアハウス、ERP（基幹系情報シス
テム）、およびその他のレポーティングシステム
上のデータを一つのデータレイクに統合した。こ
れにより、同社は複雑かつ不透明な需要パター
ンがサプライチェーン全体にどう波及するかを特
定・予測できるようになった。たとえば、アメリカ
における1週間のトウモロコシの収穫量の変化は、
トウモロコシの包材として一般的なアルミニウム
の世界的なサプライチェーンに波及効果をもた
らす。この取り組みは同社の顧客サービスレベル
を30～50％向上させた。同社はまた、3年以内に
利益率を2～4％改善し、2年以内に4～10日分の
在庫を削減できると見込む。

この例は、AIを活かす際のデータ、データ準
備、データ統合の重要性を浮き彫りにしている。
機械学習モデルを構築する作業よりも、データ
を収集し、データインフラストラクチャを構築す
る作業の方がはるかに時間がかかる。

機能部門

企業がサポート機能の一部をアウトソースする
ケースは多い。だが、こうしたプロセスにもAIを
使ったソリューションを導入できるようになるだろ
う。IBM、アクセンチュア、インドの4大プレーヤー
（HCL、インフォシス、ウィプロ、タタ）などの大手
アウトソーシング企業では大規模なAI開発プロ
ジェクトが進行中だ。

顧客に何らかのサービスを提供する組織の多
くは、AIとRPA（ロボティック・プロセス・オート
メーション）を組み合わせるメリットを認識し始め
ている。あるアジアの銀行は人手の作業を代替
するため、臨機応変に学ぶAIと、RPAを組み合

わせたシステムをインストールした。このシステム
は、何をすべきかが不明確な場合にのみ人間の
スタッフに仕事を回すことで、コストを20％削減
するとともにあるプロセスに費やされる時間を数
日から数分に短縮した。

商品・サービスの提供　

これまでに紹介したほとんどの事例と異な
り、デジタルパーソナルアシスタント、自動運転車、
投資におけるロボアドバイザーなど、先進的な製
品とサービスへのAIの適用は、大きな注目を集
めている。

自社の製品やサービス、そして潜在的にはビ
ジネスモデル全体が危うくなりつつある今、企
業は社内に強力なAIチームを構築しなければな
らない。AIベンダー、自動車メーカー、サプライ
ヤーの間でAIの専門知識を持つ人材の激しい争
奪戦が起こっているのはこのためだ。自動車業
界を例にとれば、ボッシュはドイツ、インド、アメ
リカにAI関連の施設をつくるために今後5年間
で3億ユーロを投資している。「10年後、ボッシュ
製品のほとんどがAIなしには成り立たなくなるだ
ろう。AIが製品そのものに組み込まれるか、開
発や製造の過程において重要な役割を果たすよ
うになるかのどちらかだ」と同社会長のフォルク
マル・デナーは述べている。

同時に、AIによる自動化を通じて新しいビジ
ネスモデルが構築できる。たとえば、保険会社や
メーカーは、AIを使ってリスクをより正確に評価
し、使用頻度や、ケア、または磨耗などの情報に
基づいて価格を設定できるようになる。

注
1.  “Reshaping Business with Artificial Intelligence: 

Closing the Gap Between Ambition and Action,” 
MIT Sloan Management Review, September 6, 2017.

2.  “Profiting from Personalization,”BCG article, May 
2017.
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AIのアルゴリズムはデータを取り入れ（入力）、
処理し、アクションというかたちで出力する。AI
システムをデザインし、組み立てる際には、AIの
要素技術を一つ、もしくはいくつか組み合わせ
る必要がある。要素技術は、アルゴリズム、API、
および事前の訓練データの集合から成り、アル
ゴリズムそのものに比べれば高機能だが、完全
に自律的とはいえない。各要素技術のもつ基本
的な機能はベンダーから提供されているが、アプ
リケーションをカスタマイズするために企業がこ
れを修正することはよくある。

図表は、私たちがこれまでの研究と経験をも
とに特定した10の要素技術を、入力、処理、出力
のどの段階に深く関連するかにより分類したも
のだ。このコラムでは、各要素技術について、そ
の概要を紹介する。

機械の視覚は、現実の物理世界の対象物を、
画像、X線、レーザーその他の信号を基に分類し、
追跡する技術である。光学式文字認識は機械の
視覚の初期の成功例だが、手書き文字の読み取
りではまだ十分な精度を実現できていない。

機械の視覚の質は、大量の訓練用画像に対し
てあらかじめ人間が行うラベル付けの質に大き
く左右される。マシンが学習をはじめる際はこの
ラベル付けされたデータにアクセスするのが最も
シンプルなやり方だ。今後5年以内にビデオベー
スの機械の視覚は、行動を認識し、動きを予測
することができるようになり、監視システムなど
で活用されるだろう。

言語認識とは話し言葉などの音声信号をテキ
ストに落とし込む技術などを言う。SiriやAlexa

等のアプリケーションは比較的静かな環境下な
ら一般的な話し言葉のほとんどを認識できる。
より専門的な語彙を認識するためには、ニュア
ンス・コミュニケーションズが提供する放射線医
向けのAIプログラム、PowerScribeのような、さ
らにカスタマイズされたプログラムが必要となる。
多くの人々が思い思いに会話をしているような、
ざわついた環境で正しくノートを取れるバーチャ
ルアシスタントの登場まではなお数年を要するだ
ろう。

自然言語処理は、テキストの構文解析と意味
論的解釈を行う技術である。この技術は、迷惑
メール、フェイクニュース、さらには嬉しい、悲し
い、攻撃的な気分、などの感情を認識できる。今
日では、テキストが示す意味の概略に加え、場合
によっては表面には表れない意図までも推測で
きるようになっている。たとえば、チャットボット
は発信者をその意図により分類しようとする。こ
の機能は今後数年間で大幅に改善される見込み
だが、AIに複雑なテキストを完全に理解させる
ことはまだ誰も到達できていないAI研究の究極
の目標の1つである。

情報処理は、検索、知識抽出、および非構
造化テキスト処理など全ての方法を通じて問い
への答えを提供する要素技術である。この要素
技術は自然言語処理と密接に関連しており、何
十億もの文献を検索したり、テキスト内の関係を
構造的に識別する初歩的なナレッジグラフをつ
くることも含まれる（アンジェラ・メルケルについ
てのウィキペディアのエントリーのデータを使っ
て、メルケルに対して#女性、#ドイツの首相、#ド
ナルド・トランプに会った人物─とタグ付けし
たナレッジグラフをつくる等）。また、「トランプ
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がアメリカのメルケルである」という文章から、ト
ランプがアメリカの大統領であると判断するな
ど意味論的推論をともなうこともある。ナレッ
ジ・データベースが急速に拡大しているにもかか
わらず、推論に基づくこのタイプの学習は、今後
数年間は基本的な段階にとどまる可能性が高い。

データからの学習は、過去のデータに基づい
て予測値を出したり情報を分類したりする、機
械学習の本質ともいえる能力である。機械学習
は機械の視覚や自然言語処理など他の技術を
構成する要素でもあるが、それ自体が要素技術
でもある。これは、ネットフリックスの映画のレ
コメンデーション、特異点の検出を利用したサ
イバー犯罪防止プログラム、さらに過去の解約
データから顧客の解約を予測する標準回帰モデ
ルなどのシステムの基盤となる。

ビジネスに適用する際の課題の1つは、人間
の先入観をデータから取り除くことだ。たとえば、
不正行為を特定したり、犯罪を予測したり、クレ
ジットスコアを計算したりするために設計された
システムは、代理店の担当者や警察官、銀行員
の潜在的なバイアスをコード化してしまう。デー
タのクリーニングは難しい。

また、今日の機械学習モデルの多くは、本質的
にブラックボックスだという問題もある。データ
サイエンティストは、パフォーマンスが多少低下
するとしても、システムを設計する上で透明性と
いう視点を取り入れる必要があるだろう。規制さ
れた環境ではなおさらだ。この分野には現在進
行中の研究が集中しており、今後5年間で透明性
は向上する可能性が高い。

処理入力 出力

機械の視覚

・顔や対象物を画像の
　なかから選び出す

自然言語処理

・テキストベースのコマンドが
　何を示すかを見抜く

駆動制御

・新しい商品をつかむ

ナビゲーションと移動

・自動運転車のように
　障害物を避ける

情報処理

・類推や類似の概念から
　推論する

データからの学習

・運転データを基に
　どう運転すればよいか学ぶ

計画・探索支援

・環境を認識し、
　マッピングする

言語生成

・バーチャルアシスタント 

画像生成

・顔の画像を修正する

言語認識

・話し言葉をテキストに
　変換する

AIの要素技術

AIのプラットフォームとサービス

AIのインフラとアルゴリズム</> 

図表 | AIの10の要素技術

出所： BCG分析
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計画・探索支援は、目的を達成するために取
るべき一連の行動を特定する技術である。自動
運転車のナビゲーションはこの要素技術による
ところが大きい。考慮しなければならない要素
が途中で増えると、最適な行動を特定すること
は非常に困難になる。この領域で急成長してい
る研究分野である強化学習は、明示的な指示で
はなく時折のヒントや報酬が学習のカギとなる。
ディープマインドの囲碁の分野における成功を導
いたのも強化学習であり、これは試行錯誤を通
じて人間の脳が学ぶ方法と密接に関連している。

画像生成は、機械の視覚の逆で、モデルに基
づいて画像を作成する技術である。まだ初期段
階ではあるが、この技術を使うと、背景が欠落し
ている画像を完成させたり、写真をたとえばゴッ
ホのようなスタイルで描き変えることもできる。
画像生成は、スナップチャットをはじめとする顔
認識アプリのフィルターなど、仮想現実・拡張現
実ツールを背後で動かすシステムであり、大企業
がこの分野の会社を買収しようとする動きも盛ん
である。

言語生成は、データを基にしたテキスト生成と、
テキストを基にした音声合成などを言う。Alexa
は、テキストから音声への変換技術の活用例で
ある。この要素技術により、マスコミはスポーツ
における試合の概要や企業の決算情報などを自
動的に記事にできるようになりつつある。今後5
年間の言語生成の技術の進展により、マシンは
自然なリズム、強弱、イントネーションで話せる
ようになるだろう。音楽の生成は近い将来さらに
パーソナライズされるようになるだろう。

駆動制御は、物理世界の対象物の操作を指す。
たとえば、ロボットはすでに工場で作業を人間か
ら学んでいるが、これまでやったことのない動き
や、パンのスライスや、高齢者の食事の介助など
のなめらかな動きが必要な作業はまだうまくで
きない。世界中の企業がこの分野に投資してい

るため、ロボットは新たな製品をよりうまくつか
めるようになったり、人間のようななめらかな動
きと柔軟性を手に入れることができるだろう。

ナビゲーションと移動は、ロボットが与えられ
た物理的な環境のなかでどのように移動するか
に関する技術である。自動運転車やドローンは
車輪やルーターを使ってうまく動けるが、足で
歩くこと（特に二足歩行）ははるかに難しい。ス
ムーズな動きで階段を上り、ドアを開けられるよ
うなロボットの開発にはこれからさらに数年は
かかる。だが、四足歩行ロボットには高度なバラ
ンス感覚は不要であり、現在のモデルは車輪に
よる移動ではうまくアクセスできない環境をナビ
ゲートすることができる。

原題：The Building Blocks of Artificial Intelligence（初出：
2017年9月）
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